もコミュニケーションに多少困難を抱えている子どもたちが、ほっと安心できる雰囲気の
どを取り入れた多様な学びの場を提供しています。不登校の子どもや、学校に通っていて

住所

宮城県登米市豊里町小口前 80 番地

豊里コミュニティ推進協議会
（登米市豊里公民館）

すずねハウス」を同団体が登米市内に開設。子どもたちが安心して過ごし、自然体験学習な

を改めて
きっかけ 知る
にも！

「子どもの居場所があったらいいな」という声から、平成 30 年 8 月に「子どもの居場所

地域のこ
と

子どもとその家族を支えるために
ます。また、地域の皆さんが不登校について理解を深めるための勉強会や講演会も開催しています。
ずねハウス」の運営や、ご家族の皆さんの情報交換や交流の場となる「親の会」を定期的に行ってい
いうスローガンの下、平成 29 年５月に結成。現在、不登校の子どもたちのための「子どもの居場所 す
ほっとスペース「わっか」は、
「不登校の子どもや家族が安心して暮らせるような地域社会に！」と

団体代表

佐藤

和枝

概ね 40 歳代までの豊里町の方、
随時参加 OK です♪
（今年度末まで毎月１回開催予定）

氏

ほっとスペース「わっか」
NPO トピックス

作成中で︑今年度中に完成予定とのこと︒地域の魅力が詰まっ

板の設置も進めているそうです︒他にも︑津山の観光マップを

おきなくら

たマップ︑楽しみですね！

0225-76-2237
http://miyagi-toyosato.jp/

なる若者たち︒
みんなが幸せを感じる地域を目指し動き始めます︒

中、それぞれのペースで利用されています。また、親同士が少しでも気持ちを打ち明け、一

HP
電話

を︑地域みんなで応援したい！﹂
と熱く語ります︒
地域の担い手と

人で悩みを抱え込まないように、情報交換や悩みを共有できる場にもなっています。

が生息していることで知られていて︑登山道整備と併せ案内看

この 11 月に学校以外の安心する居場所、学びの場を必要としている人たちに情報を届

て大事だよね﹂
などイイ事が予想に反して多数に︒
集落支援員の石川さんは
﹁若者がしてみたいこと︑
叶えたいこと

けたいと「みやぎ子どもの居場所マップ」が県内の公立小・中学校などで配布されました。

ま た︑同 地 域 に あ る 翁 倉 山 は︑国 の 天 然 記 念 物﹁イ ヌ ワ シ﹂

このマップは、
県内の不登校やひきこもりの児童生徒を支

ですね︒
﹂と︑集落支援員の伊東さん︒

援する「多様な学びを共につくる・みやぎネットワーク」

各々付箋に書いてみんなで共有︒
﹁いい人が多いよね﹂
﹁挨拶っ

がクラウドファンディングを活用して製作。
県内の民間

し︑今回は﹁豊里のここがイイ！・ここがイヤ！﹂をテーマに︑

のフリースクール、
親の会、
子どもの心のケアハウスなど、

﹁発見された場所で地域の子どもたちと化石の発掘もしてみたい

道の駅津山もくもくランド
物産館に展示されている
「イナイリュウ」の想像模型♪

計 76 カ所が掲載されていて、
同団体も紹介されています。

想い︑考え︑声を聴き︑地域づくりにつなげることを目的に企画

（マップは、多様な学びを共につくる・みやぎネットワー

石の発掘場所への案内及び説明看板の設置に取り組んでいます︒

クの HP からもダウンロードできます。

山公民館︶では︑地域の歴史を学び︑活性化につなげようと化

➡ https://tmiyanet.wixsite.com/mysite/blank-2 ）

催し︑
とめ市民活動プラザも共催しています︒
同世代と交流し︑仲間づくりにつなげること︑そして若者の

学校は行くべきものという考えが根強い中、子どもの学校への行きしぶりや行かなくなったとき

山物産館に展示されたこともあり︑津山地域振興会︵登米市津

どうしたらいいかと…。普段、人には言えない不安や一人で心に抱えている心配事などを同じ悩みや

の事業は︑豊里コミュニティ推進協議会 地域づくり部会が主

経験を持つ方たちと分かち合えるそんな場があります。お気軽にお問い合わせしてみてください。

の化石の発見地︒今年7月にイナイリュウ想像模型が道の駅津

役になり
き
話してい って
ます
説明看板 ！
12 月末の の設置は
予定です
！

１﹂が登米市豊里多目的研修センターを会場に開催︒
こ

宮城県登米市津山町横山字本町 24 番地

津山地域振興会
（登米市津山公民館）

Vol.

フェ

わっか」

あります！

ほっとスペース「わっか」

登 米 市 津 山 町 は 日 本 最 古 の 大 型 海 生 爬 虫 類﹁イ ナ イ リ ュ ウ﹂

住所

ース

「ほっとスペ

Facebook が

https://www.facebook.com/tsuyama.dakara

0225-69-2234

豊里町の若者の声を聴くワークショップ﹁とよさとタウンカ

TEL

電話
FB

で検索！

地域トピックス

魅力あふれる津山を地域でPR！

090-9740-1326（佐藤）
宮城県登米市豊里町大曲

﹁とよさとタウンカフェ
﹂オープン！

住所

R２.12

Information

Vol.

39

プラザへ♪

こんな時は

一緒に活動してくれる
仲間ができた！

子どもの
つなぎます！
居場所づくりを
したいな…
ります！
印刷機あ
安くコピー
できたらなあ…
ご相談ください！
NPO 法人に
興味あるけど…

とめ市民活動プラザニュース

TAKE FREE

100 円で 500 枚も
印刷できた♪
NPO 法人の立ち上げ方、勉強会、
講座などの情報をもらえた

お気軽
に
ください
♪

ご相談

●MAP
津島神社
イオンスーパーセンター
佐沼店

DCMホーマック
佐沼店

ウジエスーパー
南佐沼店
TSUTAYA
佐沼店

迫

川

ジョイフル宮城佐沼店
auショップ

デイリーポート
新鮮館佐沼店

ローソン
ENEOS

Facebook

コンテナおおあみ

むかでや
サン

11 月 30 日、
「第４回登米市地域づくりミーティング兼移動市長室」が登米市浅水ふれあいセ
とめ市民活動プラザ
（アルテラスおおあみ内）

●開館時間
●休館日

フェイスブック
Facebook

火曜日～日曜日 /10 ： 00 ～ 18 ： 00
毎週 月曜日 年末年始 （12 月 29 日～１月３日）

やってます

ホームページ

出演団体
募集中

ラジオで活動紹介やイベント告知をしよう！
76.7MHｚ

いいね！ & フォロー

「まるっと！とめ Like」

毎月第２第４火曜日 お昼 12:30 から放送中

をお願いします♪

ンターを会場に開催され、
33 名の市内コミュニティ事務局職員が参加しました。
１部は西野コミュニティ運営協議会 ( 米山公民館 ) 活動事例の発表。
２部では熊谷市長にも
参加いただき、6 グループに分かれ、ローテーションで市長と事務局職員との意見交換、他のグ
ループでも様々なテーマについて意見・情報交換をしました。
1 部の同協議会 千葉和恵さん、首藤直美さんからの発表は
「多世代循環で取り組む地域づくり
米岡夏祭り」
と題して、祭りの企画・準備・運営等を中心になって担う公民館登録制ボランティ
すけっと たい

アスタッフ「SKET 隊」の中高生たちの活躍の様子を紹介。
千葉さんは「SKET 隊の活動が人材育
成につながり、これからのまちづくりの担い手になると思います！」
と成果を話され、今後のコ
ロナ禍での活動の進め方・継続化が課題になってくるとも。

住所
TEL
FAX
Email
HP
発行月
発行 / 編集

〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字大網 390-15
0220-44-4167
（アルテラスおおあみ内）
0220-44-4877
npo@tome-shiminplaza.jp
http://www.tome-shiminplaza.jp/
2020 年 12 月
特定非営利活動法人とめタウンネット

２部の意見交換は移動市長室として実施し、よりよい地域づくりへの推進のため、地域が抱え
る課題や取組について市長に各々紹介し、感想や質問をいただきました。
他のグループでは、コ
ロナ禍における事業の工夫や協力者を得る工夫についてなどのテーマに対し、積極的に話し聞
き入る様子が伺われました。
最後に熊谷市長より「それぞれの地域の様々な課題について知るこ
とができ、とても参考になった。
今後も地域の皆さんの力をお借りしながらまちづくりに取り組
みたい。
次の機会も楽しみにしています。
」
と感想をいただきました。

TOME PLAZA NEWS
「クラウドファンディング」は新しい資金調達の方法として注目を集めています
クラウドファンディングとは︖

「群衆
（Crowd）
」
と
「資金調達
（Funding）
」
を組み合わせた造語で、
インターネットを通じて自分の活動や夢を発信することで、
想いに共感した人や活動を応援したいと思ってくれる人から資
金を募る仕組みで、幅広いプロジェクトが実施されています。
不確実性の高い新規事業など、これまではリスクを負って自己資金を投入するか、何とか実績を作って融資を依頼するしかな
かったケースでも、
クラウドファンディングなら賛同者から資金を集めてスタートを切ることができます。

クラウドファンディングの種類は多数あり、代表的なものは２種類
●購入型クラウドファンディング
「非投資型」の代表的なタイプです。
プロジェクト起案者は目標額と期限を設定し、

●寄付型クラウドファンディング
「非投資型」
である寄付型クラウドファンディングの場合、集まった資金
は全額寄付となるため、基本的に支援者にリターンはありません。
プロ

支援者を募ります。
支援者のリターンとしては、市場に出回っていない物やサービ

ジェクト起案者、
支援者ともに純粋な社会貢献を目的としている傾向があり、
環境保全、
罹災地支援、

ス、権利といった金銭以外の特典を設定します。
国内におけるクラウドファンディ
ングの大多数がこれにあたります。

病気の子供たちの支援といった、
共感性の高いプロジェクトが多いのが特徴です。
（寄附による税制優遇が受けられます。 ※必ず専門家の確認のもと会計・税務上の処理を行ってください）

みやぎ NPO プラザ 主催

「NPO 法人や市民活動団体のためのクラウドファンディング講座 ～成功する団体が実施している寄付集めの基本と応用～」が開催されます！
クラウドファンディングのポイントや利点、注意点のほか事例紹介など、成功することと考え方を学ぶことができます。
日 時

１月 27 日（水）14:00 ～ 16:00

開催方法 Zoom でのオンライン開催

講 師 今給黎 辰郎氏

参 加 費 800 円※お支払方法は、お申込み時にご案内させていただきます
申込方法 申込フォームからお申し込みください

締 切 １月 24 日（日）

定 員

30 名（先着順）

対 象 クラウドファンディングに興味がある NPO 法人や市民活動団体の方
詳細は、みやぎ NPO 情報ネット HP へ︕ ➡ https://www.miyagi-npo.gr.jp/
カラー

キャリブレーションズ

LGBT を知っていますか （Color Calibrations）

ピックアップ

LGBT の L はレズビアン（女性同性愛者）G はゲイ（男性同性愛者）B はバイセクシュアル（両性愛者）T はトランスジェンダー（心と体の性別
が一致しない方）です。LGBT に関わらず性に関して少数派の要素を持つ方をセクシュアル・マイノリティと言います。トランスジェンダーの
中には、性同一性障害や性別違和と診断される方もいます。
Color Calibrations は、宮城県北を中心に、多様な性を持った誰もが自分らしく生きられるまちづくりを目指し、イベント、LGBT 講師派遣・
市民講座・情報発信などを行っている団体で、交流会や講座を登米市でもスタートする予定です。
（コロナ禍のため日程は未定）
偏見、差別、いじめ、ハラスメントが当然にある社会で「自分なんて生きている意味がない」と生き辛さを感じ、精神疾患や引きこもりになる方もい
ます。しかし本来は誰もが自分らしく生きていいはずです。性の多様性、地方で自分らしく生きることについて、一緒に考えてみませんか︖
Color Calibrations

HP︓https://kurihara-sekumai-diversity.jimdofree.com/

FB︓「Color Calibrations」で検索︕

Twitter︓Color Calibrations( セクマイ・ダイバーシティ栗原 ) @tdFhVlejFlSdsLL

⇦ HP

⇦ FB

⇦ Twitter

うまし、たくまし、登米市「地域おこし協力隊リーフレット」
登米市内で活動する地域おこし協力隊の６名の皆さんを紹介するリーフレットが発行されました。地域おこし協力隊の制度についてや、
現在着任している隊員の紹介などが掲載されていて、登米市内の皆さんに活動を広く知ってもらえればと作成されました。
うじいえ かずひろ
企画・構成は、一般社団法人 BANSOU 代表 氏家 和寛さん。氏家さんも地域おこし協力隊の OB で、退任後は登米市で起業され地域お
こし協力隊のサポート業務を市から受託しています。また、デザインは米川地区で活動する現役隊員の大村久美子さんが担当。
リーフレットは登米市内の各庁舎や公民館・ふれあいセンターのほか、道の駅に設置されていますので、是非お手に取ってご覧ください︕
（とめ市民活動プラザにもありますよ♪）
発行 登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課

とめプラザ活動 NEWS

企画・構成 一般社団法人 BANSOU

デザイン 登米市地域おこし協力隊 大村 久美子

開催した共催講座のご紹介♪

「住まいの DIY! フローリングのメンテナンス」
居場所づくりを目的に手のひらに太陽の家にて開催

「相続講座」知っておこう︕相続の対策と基礎知識
「空き家予防対策」
をテーマに、
相続についてを ２地区で開催
①

講師
たかの DIY スタジオ代表 たかの ひろみ氏
幸せおうちケア SANTE 髙野 香梨 氏
とよまコミュニティ運営協議会

登米市市民活動総合補償制度について

②

講師
開発司法書士・行政書士事務所
開発 育子氏
① 浅水コミュニティ運営協議会（地域づくり人口減少対応部会）
② 南方コミュニティ運営協議会（南方３地区合同）

注）市で契約するほかの保障制度（総合賠償補償保険、公民館保険）が対象となる場合は、
この保障制度の対象にはなりません。

市民の皆さんが安心して市民活動に参加できるよう、登米市では市民活動総合補償
制度を設けています。保険料は、登米市が負担し保険会社と契約を行いますので、 [ 保険の内容 ]
・賠償責任補償
市民の皆さんが事前の加入や登録の手続きを行う必要はありません。
市民活動中に、従事する人が、第三者の身体・財物等に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に、
自治会や市民活動団体、その他市民活動をしている方が、公益的な活動中にけがを
補償金支払限度額の範囲内で補償します。免責金額（自己負担額）は 1 事故につき 1 万円です。
してしまった場合は傷害補償、誤って第三者を負傷させた場合などの不慮の事故の
（事故の発生状況等によっては、保険金がお支払できない場合がありますので、お問い合せください。）
場合は賠償責任補償により救済するためのものです。
（この補償制度の適用外になる場合もありますので、活動の計画段階でご確認いただくことをおすすめします）

[ 対象となる方 ]
登米市内を拠点として継続的、自発的に市民活動を行う個人や団体で、公益的な活
動を行う サービスの提供者です。
[ 対象となる市民活動 ] 次の内容をすべて満たしている市民活動が対象となります。
・公益性のある活動であること
・活動の拠点が登米市内にあること
・活動が継続的、自発的に行われていること
・無報酬（実費弁償等は除きます。）で行っていること

・傷害補償
市民活動中に、従事する人または参加者が、急激かつ偶然な事故によってけがを負った場合、
もしくは、熱中症・日射病・細菌性食中毒と診断された場合に補償します。
詳しい内容は登米市 HP 内「登米市協働のまちづくり」のページでご確認いただけます
●お問い合わせ【登米市まちづくり推進部市民協働課】
TEL︓0220-22-2173 住所︓登米市迫町佐沼字中江二丁目 6 番地 1
メール︓shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

